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阿蘇火山の火山灰被覆斜面における事例 
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1. はじめに

航空レーザー測量の普及により複数時期の測量実績がある地域も増えている。これにより，豪雨や地震といった大規模な

イベント前後の測量データをつかって2時期の標高差分を求めることでマスムーブメントや掃流運搬による生産土砂量や移

動土砂量が見積れるようになった。しかし，レーザー測距の計測誤差や地震に伴う地表変位など土砂移動現象以外の要因の

影響を明示的に取り扱って移動土砂量を見積った事例は少なく，

実際の移動土砂量に対してどの程度過大な（あるいは過小な）評価

となっているかは必ずしも明らかではない。そこで本研究は，2016

年 4 月 16 日に発生した熊本地震（Mj7.3）によって斜面崩壊が群

発した阿蘇火山西部を対象に，地震前後の数値標高モデル（DEM）

を作成して標高差分解析を行い，差分値の分布の特徴などから誤

差の要因を明らかにしたうえで，斜面崩壊による移動土砂量の推

定に及ぼす影響を定量的に示すことを目的とした。 

2. 対象地域と解析に使用した航空レーザー測量データ

阿蘇火山周辺でこれまでに行われた航空レーザー測量のうち，

2013 年 1-2 月と 2016 年 4-5 月に行われた測量データを地震前と

地震後の標高値として解析に使用した。2時期の測量範囲が重複す

る阿蘇カルデラ西縁部（南阿蘇村河陽周辺）の約 45 km2の領域に

ついてみると，測量実施日は地震前が2013年1月15日と23日，

地震後が本震から6日後の2016 年 4月 22 日であった。これらの

測量実施日のあいだ（約 3 年 3 ヶ月間）に顕著な地形変化を引き

起こしたイベントは熊本地震のみである。 

表-1 に地震前後の測量データの計測諸元を示す。フィルタリン

グ処理後のグラウンドデータの取得点密度は地震前で1.9 点/m2，

地震後で4.3 点/m2であったため，どちらも1m メッシュ DEM を作

成するのに十分な密度の地盤高情報をもつと判断した。 

3. 解析方法

3.1  数値標高モデルの標高補正と標高差分解析

2013年1月15，23日と2016年4月22日の測量データを用いて

地震前後の1mメッシュDEMを作成した。熊本地震の震源断層周辺

では，地震直後に広域で地表変位が現れており（例えば，Himematsu 

and Furuya, 2016），航空レーザー測量の点群においても地震前

後の標高値に地表変位に起因したずれが生じていることが報告さ

れている（Scott et al., 2017; He et al., 2019）。筆者が作成

した 1m メッシュ DEM の標高差分解析においても概ね±1m 未満の

比較的小さな標高変化量が広域に表れることが確認できたため

（図-1），標高補正を行った。以下，2013年と2016年の測量デー

タから作成したものをそれぞれ地震前DEM，地震後DEMとし，地震

後DEMに標高補正を施したものを補正済み地震後DEMと表記する。

標高補正の手順については4.1節で詳しく述べる。 

3.2  地震時の斜面崩壊による移動土砂量の算出 

地震前後のDEMから作成した傾斜量図と陰影起伏図，オルソ画像，標高差分値の分布図を用いて，高野尾羽根溶岩円頂丘

（以下，TLD とする）で発生した崩壊地を判読した。まず，斜面崩壊による変動領域全体を囲むポリゴンを作成し，次に標

高差分値の分布をもとに標高低下が卓越する発生域と標高上昇が卓越する堆積域に分割した。発生域ポリゴンと堆積域ポリ

ゴン内に含まれる標高差分値について，誤差の伝播を考慮して設けた閾値（±0.377 m）を超える値を合計して見かけの侵食

量Veと堆積量Vdを算出した。 

表-1 航空レーザー測量データの計測諸元 

計測諸元 地震前 地震後 

測量期間 

(対象地域の測量実施日) 

2013年1-2月 

(2013/01/15,23) 

2016年4-5月 

(2016/04/22) 

オリジナル・グラウンド

データの取得点密度 

5.5・1.9点/m2 12.2・4.3点/m2 

基準点での高さ精度 

(残差の平均±SD，RMSD) 

0.040±0.041 m, 

0.058 m 

-0.017±0.023 m,

0.028 m 

データ提供機関 国土交通省九州

地方整備局 

熊本県土木部砂

防課 

図-1 地震前後のDEMの標高差分値の分布

（中央の黒枠は標高補正を行った1.6 km2プロットを示す）
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4. 結果と考察

4.1  標高補正の有無による標高差分解析結果の比較

図-1 に示した地震前後の DEM の標高差分値の分布を詳しくみる

と，中央部では数十 cm 程度の負の差分値が連続的に分布している

のがわかる。この領域では干渉SARで最大50 cmほどの沈降が捉え

られていること（Himematsu and Furuya, 2016）から，この負の差

分値は地盤の沈降を反映したものと考えられる。一方，それより南

側の広い範囲では正の差分値が現れているが，特に南向きから西向

きの斜面で差分値が大きくなっていることを踏まえると，この領域

（地表地震断層の南側）で卓越する右横ずれによる南西方向への水

平変位によって生じた標高差分ではないかと考えられる。 

図-2にTLDを含む1.6 km2プロット内の標高差分値を比較した結

果を示す。崩壊地などを除く不動域（1.38 km2）の差分値は平均で-

0.450±0.379 mとなり，ヒストグラム上でも負の系統誤差が含まれ

ているのがわかる（図-2c）。そこで地震時の地表変位により地震後

DEMには高さ方向に-0.450 mのずれが生じていると仮定し，各メッ

シュに一律-0.450 mの標高補正を施した。その結果，不動域の差分

値はゼロに近づき（平均で0.033±0.377 m），差分値の分布の広が

りも小さくなった（図-2b,d）。 

4.2  各種の誤差要因が移動土砂量の推定に及ぼす影響 

熊本地震によりTLDでは5箇所で斜面崩壊が発生していた。この

うち西向き斜面で発生した最大規模の崩壊地（C-1）は移動体が3方

向に分かれて山麓斜面を流下していることから（図-2a,b），ほぼ同

時に発生した3つの崩壊地の滑落崖が連なったものと考えられる。

そこでC-1については1つの崩壊地とみなした場合と3つの崩壊地

に分割した場合の両ケースで Veと Vdを算出した。図-3 に崩壊地ご

とのVeと Vdの関係を示す。2016 年の測量実施日は本震から6日後

で崩壊堆積物の侵食や人為改変がまだほとんど生じていないこと

を考えると，VeとVdはほぼ同量になると予想されるが，土砂量1万

m3未満の小規模な崩壊地（C-2,C-4）では両者が乖離する結果となっ

た（C-2ではVdがVeの約1.5倍，C-4ではVdがVeの約0.5倍）。こ

れら2つの崩壊地は他と比べて崩壊深が浅く崩壊堆積物の厚みも薄

いため，差分値の誤差が土砂量の推定結果に及ぼす影響も大きいこ

と，また，他と比べて流動性が低く崩壊の発生域と堆積域が重なる

ことで標高差分値から得られる深度や厚みが部分的に過少評価と

なってしまうこと，の2つが原因と考えられる。一方，土砂量1万

m3以上の大規模な崩壊地ではVdがVeの±0.1倍未満であったことか

ら，崩壊に伴う見かけの移動土砂量の「嵩増し」あるいは「嵩減り」

効果はほとんどなかったと考えられる。流動性の高い火山灰土層の

崩壊の場合，移動土砂量は発生域の侵食量か堆積域の堆積量のいず

れかで精度良く見積もれるのではないかと考えられる。 

図-4に崩壊地の面積と移動土砂量の関係を示す。既往研究の関係

式（Guzzetti et al., 2009）と比較すると，崩壊地全体の面積でプ

ロットした場合（青と赤の×）に関係式からの乖離が顕著になる。

関係式と最も近いのは，斜面崩壊の発生域の面積と侵食土砂量Veを

プロットした場合であった（緑の＋）。 

【謝辞】本稿には平成 28 年度文部科学省熊本地震復旧等予備費事

業と科研費研究課題（JP17H03303）の成果の一部を用いた。解析に

使用した航空レーザー測量データは国土交通省九州地方整備局な

らびに熊本県土木部砂防課より提供いただいた。 

図-2 地震前後のDEMの標高差分値の分布 

（地震後DEM－地震前DEMの結果を（a）、（c）に、補正済

み地震後DEM－地震前DEMの結果を（b）、（d）に示す） 

図-3 崩壊地ごとの侵食量Veと堆積量Vdの関係 

図-4 崩壊地ごとの面積と土砂量の関係 
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(Guzzetti et al., 2009)
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